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談・受け付けは午後2時～3時30
分） 場クレアギャラリー（クレアビ
ル4階） 直 問きよせボランティア・
市民活動センター☎042-491-9027

第20回記念 
けやきロードフェスティバル
　けやきロードフェスティバルは、
今年で20回目を迎えます。例年は7
月の開催でしたが、今年は8月開催
に変更となります。ステージ出演や
出店に関するお知らせなどの詳細は
清瀬北口むつみ会ホームページをご
覧ください。 日8月18日
㈰午後1時～8時 場けやき
通り 問清瀬北口睦会商店
街振興組合・風見☎042-
493-7657

第35回つながりカフェ
　つながりカフェは誰でも参加で
き、人と人との想いをつなげる交流
や情報交換の場です。 日7月4日㈭
①紙芝居＝午後1時30分～2時20分
②ハンドメイド「新聞で作るエコバ
ッグ」（無料）＝午後2時30分～3時
30分 場男女共同参画センター
 費100円（コーヒーま
たは紅茶、お菓子付
き） 直 問男女共同参画
センター☎042-495-
7002

夏休み、親子で学ぶごみの 
ゆくえと再生！

　柳泉園組合と日の出町にある二ツ
塚処分場を見学後、つるつる温泉で
休憩します。 対市内在住の親子（小
学生以上）。先着60人 日7月29日㈪
午前8時～午後5時30分
【集合・解散】市役所本庁舎 申 問6月
17日～28日（土・日曜日を除く）の
午前8時30分～午後5時に電話でご
み減量推進課ごみ減量推進係☎
042-493-3750へ

各地域市民センターからのお知らせ
◆中清戸地域市民センター
夏のアイテム、クラフトバッグを作
ってみませんか？
　初級編・中級編に分かれて制作し
ます。 対18歳以上の方。各日先着
10人 日①初級編＝6月28日㈮午前
10時～午後3時②中級編＝7月5日㈮
午前10時～午後4時 費①1,800円②
2,300円 持昼食・ボンド・はさみ・
洗濯ばさみなど 場 申 問直接窓口ま
たは電話で中清戸地域市民センター
☎042-494-7211へ
◆竹丘地域市民センター
親子でつくる七夕飾り
　手ごろな大きさの笹竹に、短冊や
七夕飾りをつけて楽しみましょう。
ミニ縁日も同時開催します。先着
30人 日7月4日㈭午前10時～午後3
時 費200円 場 申 問竹丘地域市民セ
ンター☎042-495-1717へ

清瀬の自然に触れる活動に 
参加してみませんか

　金山調節池管理作業です。
①事前作業
 日6月20日㈭午前9時～正午ごろ（雨
天時は25日㈫） 場金山調節池（集合
＝午前8時45分に清瀬金山緑地公園
入口）
②定例作業（河川月間参加行事）
 日7月6日㈯午前9時～午後2時30分
ごろ（雨天時は7日㈰） 場金山調節池
（集合＝午前8時45分に金山調節池
奥広場） 持①②ともに飲み物・タオ
ル・帽子・長靴・軍手・可能な方は
カマ・ノコ（②は昼食・温かい汁物
用の汁椀かコップも） 直 問清瀬の自
然を守る会・渡邉☎042-492-0710
※当日は午前7時までにお問い合わ
せください。

ボランティア・市民活動見本市
　ボランティア・市民活動団体の活
動紹介、募集情報の掲示、相談、夏
の体験ボランティア受け付けなどを
行います。 日7月2日㈫～7日㈰（相

市営住宅の入居者
【募集戸数】1DＫ1戸（1人以上世帯対
象）、2DＫ2戸（3人以上世帯対象）
【募集案内の配布期間】6月20日㈭～
28日㈮【申込み締切日】7月1日㈪（消
印有効）
【募集案内の配布場所・時間】市役
所1階案内、まちづくり課、子育て
支援課、高齢支援課、生活福祉課、
松山・野塩出張所＝平日午前8時30
分～午後5時（平日の午後5時～午後
8時と土・日曜日は市役所夜間受け
付けで配布）、各地域市民センター、
子ども家庭支援センター、生涯学習
センター＝各センター開館日の開館
時間内で配布  問まちづくり課まち
づくり係☎042-497-2093

小学校水泳指導補助員
　小学校での授業や、夏休み中の水
泳指導補助員を募集します。
【資格】100㍍以上泳ぐことができ、
心身が健康な18歳以上60歳未満の
方（高校生不可）【任用期間】9月下旬
ごろまで 場市内各市立小学校
 申 問市ホームページからダウンロ
ードできる臨時職員登録申込書また
は市販の履歴書に必要事項を記入
し、写真を貼付のうえ、直接窓口ま
たは郵送で指導課指導事務係☎
042-497-2554へ

令和元年度　清瀬市子ども・ 
子育て会議の委員

　「清瀬市子ども・子育て支援事業
計画」の策定・点検・評価などを行
う清瀬市子ども・子育て会議の委員
を募集します。【応募資格】7月1日
現在で市内在住・在勤・在学で子育
て支援に関心がある方。3人程度
【任期】8月1日～令和3年7月31日ま
での2年【会議開催回数】年2回～7回
（開催中の保育あり）  申 問6月17日

【市民伝言板利用案内】
●8月1日号掲載希望の「催し物」の原稿
は、6月17日午前8時30分から7月1日
までの間に受け付け。先着25枠。
◦利用案内は、市ホームページまたは秘
書広報課で配布しています。必ずご確認
ください。
問秘書広報課広報広聴係☎042-497-1808 
Ｆ042-491-8600 Ｍkouhou@city.kiyose.lg.jp

写真展示会　写友清新会▶美しい自然
を求めて会員が捉えた風景と花の写真
を展示します。6月17日～23日いずれ
も10時～17時（初日は15時から）、クレ
アギャラリー（クレアビル4階）、無料、
写友清新会・高橋☎042-495-4154
「子どもを受動喫煙から守る」ための
意見交換会～市議会議員・市長立候補
者へのアンケート・その他資料を基に
▶子どもを受動喫煙から守る方策・喫
煙防止教育のあり方への意見交換（喫
煙者・日本たばこ産業関係者を除く）。
6月29日13時30分～15時、清瀬けや
きホール、無料、市民の健康を守る会
・大森☎090-6009-4474

女性起業支援講座2019
　テーマは「語るより語られる時代
互いに応援しながら地域がたのしく
なるIT活用術」です。先着40人。
 日7月7日㈰午後0時30分～3時30
分 場男女共同参画センター 講株式
会社創庵代表取締役　佐々木博
氏 申 問6月14日からの平日午前9時
～午後5時に電話で男女共同参画セ
ンター☎042-495-7002へ
※保育あり（6か月～未就学児、先
着10人、要予約）。

ひきこもりママ会in清瀬
　「子どもや家族のため」ではない
ゆっくりと自分を解きほぐす時間を
持ちませんか。 対子育て中または
子育て経験のあるひきこもりなどの
生きづらさを抱える当事者や経験者
の女性（あくまでも当事者向けのた
め、ひきこもりの子どもを持つ方は
ご参加いただけません） 日7月11日
㈭、9月11日㈬いずれも午前11時～
午後1時30分（開場は午前10時40分、
途中参加・退出可） 講新ひきこもり
について考える会世話人　林恭子
氏、Next Commons Labディレクタ
ー　室井舞花氏 直 問男女共同参画
センター☎042-495-7002
※保育あり（6か月～未就学児、先
着10人、要予約）。

令和元年 
女性のココロとからだの講座
　テーマは「イライラと上手に向き
あおう！　アンガーマネジメント」
です。 対子育て世代の保護者、家
庭や職場でイライラすることがある
方など。先着40人 日7月13日㈯午前
10時～正午 場男女共同参画センタ
ー 講オフィス悠々代表　高田しの
ぶ氏 申 問6月14日からの平日午前9
時～午後5時に電話で
男女共同参画センター
☎042-495-7002へ
※保育あり（6か月～未
就学児、先着10人、7
月3日までに要予約）。

男女参画週間記念講演
　テーマは「なぜ無罪？　なぜ防げ
ない？ ～女性と子どもへの暴力・
性暴力・虐待のつながりを見極める」
です。先着40人。 日7月20日㈯午後
2時～4時 場男女共同参画センタ
ー 講武蔵大学社会学部教授　千田

エコバッグ

清瀬北口
むつみ会ホ
ームページ

有紀氏 申 問6月14日からの平日午前
9時～午後5時に電話で男女共同参
画センター☎042-495-7002へ
※保育あり（6か月～未就学児、先
着10人、要予約）。

とことこ公開講座
　テーマは「学齢期から思春期へ～
各発達期でのつまづきを理解した上
で未来の希望につなげるために」で
す。 対発達障害にかかわるすべて
の支援関係者。先着200人 日7月13
日㈯午後1時30分～4時 場児童セン
ター 講児童精神科医　木村一優氏
 申 問電話またはファクス、メール（件
名に「講座申込み」）で氏名・所属（あ
れば）・連絡先を子どもの発達支援
・交流センターとことこ☎042-495-
3030 Ｆ042-495-3031 Ｍtocotoco@
kiyose-hattatsu.jpへ

東京病院第13回市民公開講座
　テーマは①「『お茶でむせる』は要
注意！ ～飲みこみの障害とその対
策について」②「排尿障害について」
です。 日7月21日㈰午後2時～4時（開
場は午後1時30分） 場東京病院（竹丘
三丁目） 講①リハビリテーション科
医長　伊藤郁乃②排尿器科医長　山
中優典 直 問東京病院経営企画室☎
042-491-2111

～28日に子育て支援課窓口で配布
する申込書及び応募理由書（市ホー
ムページからもダウンロード可）に
必要事項を記入し、直接窓口または
郵送で子育て支援課保育・幼稚園係
☎042-497-2086へ
シルバー人材センター女性会員
　女性限定の入会説明会を開催しま
す。会員登録いただいた方にはもれ
なく粗品を進呈！　なお、入会には
研修会の受講が必須です。 対市内
在住の原則60歳以上の健康で働く
意欲のある女性（就業先多数あ
り） 日説明会＝6月26日㈬午後1時
30分～、研修会＝7月8日㈪午後1時
30分～ 場 直 問シルバー人材センタ
ー☎042-494-0903

夏の体験ボランティア2019 
参加者

　夏休み期間中に、市内の保育園や
高齢者・障害者などの施設や病院、
自然保護などのさまざまな団体にお
いてボランティア体験ができるイベ
ントです。 対小学生～おとな（プロ
グラムにより異なります） 期7月22
日㈪～8月31日㈯ 費無料（ボランテ
ィア保険300円に必ず加入） 申7月1
日～13日に直接きよせボランティ
ア・市民活動センター窓口または社
会福祉協議会ホームページにある申
込みフォームから申込み 問きよせ
ボランティア・市民活動
センター☎042-491-9027
※詳しくは、社会福祉協
議会ホームページなどを
ご覧ください。

TAMA市民塾塾生
　「はじめてのフラダンス」、「『雲隠
六帖』を読む―『源氏物語』のその後」
など全15講座を開講します。
【開講期間】6か月コース＝10月～令
和2年3月、10か月コース＝10月～
令和2年7月 場多摩交流センター（府
中 市 寿 町 一 丁 目 ） 費3,000円 ～
10,000円（講座により異
なります）【申込期限】7月
16日㈫（消印有効）まで
  問TAMA市 民 塾 ☎042-
335-0111
※申込み方法など詳しく
は、TAMA市民塾ホーム
ページをご覧ください。

社会福祉
協議会ホー
ムページ

TAMA市民
塾ホームペ
ージ（東京
市町村自
治調査会
ホームペー
ジ内）

高田しのぶ氏


